
　鷲田　デビュー作が競輪選手をとりあげた作品ですね。
その後が「絶対音感」「青いバラ」「東京大学応援部物語」。
並行して生命倫理や再生医療を取材し、さらに星新一さん
について書いて様々な賞を取られました。なぜこんなに幅
広く取り組んできたのですか。
　最相　私自身は専門家ではないし、学者と同じ所で仕事
しても太刀打ちできないという意識があって、素人の疑問
を大切にしてきました。たとえば、青いバラについては、古
い英語の辞書に「インポッシブル」という意味が書かれて
います。「なぜ『不可能』なのか」と思い、鈴木省三さんとい

うバラの育種家の方に聞
いたら、「可能にしようとし
て頑張ってきた人たちがい
るという意味です」と言わ
れて「なるほど」と感じ、青
いバラ作りにかけてきた育
種家たちと現代の最先端
技術について取材したわけ
です。なぜかを知りたいと
いう思いと、最初の違和感、
疑問を解き明かすための

切り口が見つかれば書ける
のです。
　鷲田　生殖医療、遺伝子
操作の問題にしても、文系
の学者はその意味を文明
史的、人類史的に説明しな
いといけないのに、外から
ボーンと批判するか、わか
らないから関心を持たない
という怠惰なところがある。
　福島原発の事故で専門
の研究者への不信感が高まっていますが、ああそうだった
のかと思ったのは、「文系の先生も一緒に考えてほしかっ
た」という原子力工学の専門家の言葉です。文系の学者は
技術の中身や、そこにかかわる人たちが抱える不安とかを
一緒に考える姿勢が足りなかったように感じます。
　最相　今回の原発事故で、専門家だけに任せていては、
私たち自身の生活が脅かされるということがわかったと思
います。わからないということ自体無責任で、勉強すれば自
分の力になるし、自分の頭で考えて初めて発言できるわけ
ですね。わからないと単なる批判、攻撃になってしまう。

『わかる』ということ
哲学者・鷲田清一さんの対談シリーズ「言葉ほぐし」
3回目はノンフィクションライターの最相葉月さん

会員交流会のご案内

　哲学者の鷲田清一さんが関西ゆかりの女性と対談する朝日21関西スクエアの企画「言葉ほぐし」。３回
目はノンフィクションライターの最相葉月さんを迎え、震災など幅広い取材経験をもとに、「『わかる』という
こと」の意味を掘り下げました。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「朝日21関西スクエア」の2012年度会員交流会を、下記の通り開催いたします。会員のみなさま同士、

また弊社員との親睦、意見交換の場として、ご利用いただければ幸いです。
万障お繰り合わせの上、ぜひともご出席下さいますよう、お願い申し上げます。

2012年11月　朝日新聞大阪本社・朝日21関西スクエア事務局

日時　2012年12月20日（木）18：00～21：00
場所　中之島フェスティバルタワー／37階・フェスティバルスイート（朝日新聞大阪本社東隣、新ビル）（住所・大阪市北区中之島2－3－18）
内容　第1部／講演とトークセッション　　講演「社会に役立つ地震学とは？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2011年度関西スクエア賞受賞、京都大学防災研究所助教　山田真澄さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トークセッション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　落語家　桂吉弥さんを招いて、山田さんと地震学について語り合う
　　　第2部／立食パーティー
※お手数ですが、準備の都合上、出欠を11月30日までに同封のはがきでお知らせ下さい。なお、代理出席はご遠慮ください。
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文楽と大阪の未来に潤いを！
フリーアナウンサー　坂口智美さん

　大阪の伝統芸能「文楽」。今年は猛暑だったが文楽の
周辺も熱かった。8月末、大阪市立大学文学部の上方文化
講座2012『絵本太功記』を受講した。文学部の正規の授業
科目だが一般市民にも公開されており、早や来年は10周
年を迎える。丸3日間、文学研究科の学問的体系に基づく
講義に加え、文楽界からは竹本津駒大夫（太夫）、鶴澤清介

（三味線）、桐竹勘十郎（人形遣い）三師による実演を交え
ての特別授業。毎年大人気の講座で今年も定員の3倍余り
の応募があり、関東や九州、新潟からの参加者も。胸キュン
となる語り・三味の音、人形の面差しと共に「浄瑠璃は長い

歌謡曲」「劇場では素になって楽しんで…」と師匠達の
心根も語られ、文楽の様々な魅力が堪能できる内容
だった。10月3日、技芸員と大阪市長との公開討論会

により大阪市大阪府共に今年度分の補助金については解
決した。文化にはある程度の費用がかかる。タニマチを期
待できない現在の大阪では、公的な文化助成金は必要だ。
行政のトップは、世界が認めたユネスコ「世界無形遺産・文
楽」の価値をしっかり認め、支えてほしい。芸術文化を認め
ないということは、人の心の潤いをなくせということだ。

リーダーシップ／中国談義
朝日放送社友　戸倉信吉さん

　まったく初対面の3人が、熱海温泉で“中国”を話題にし
ばし談義にふけった。
　経済特区として発展した中国・深セン市の真隣り東莞（ド
ングァン）市に大きな工場をもつという日本人の会長さん
風（70代）。そして、深セン市で働いた商社かメーカーの定
年者風（60代）が露天風呂で会話。「私は、中国で袖の下を
絶対使わなかった」との会長さん風の声に、筆者（大学メ
ディア論講師　66歳）も加わった。
　筆者は、香港返還（1997年）の前年、朝日放送から香港

　鷲田　東日本大震災の被災地でも取材に取り組んでき
ましたね。
　最相　仙台市宮城野区という沿岸部にまず入って、兵庫
県の心のケアチームの活動を取材しました。
　鷲田　ある避難所の表側に「心のケアおことわり」って張
り紙がしてあった、と。この話を聞いて、かなり衝撃を受け
ました。
　最相　心のケアと聞いた時、何かいやな感じがしません
か。そんなに簡単にわかってたまるか、という思いですね。

「何か困りごとはありませんか」と踏み込んでくるようなイ
メージと、実際の心のケアの活動は違うと知りました。
　東日本の被災地では、「津波ごっこ」という遊びをする子
がいました。心配した親御さんに、心のケアにあたる先生は

「ごっこ遊びをすることで、怖がっている感情を解消して
いるんです」と説明してあげる。そうすると、親は安心します
よね。そういうやりとりも、心のケアにあたります。
　鷲田　被災した方に声をかけるのは難しいですよね。縄
跳びを回している時にどのタイミングで入ったらいいか分
からないように。
　最相　そうですね。医者が出て行く場合もあればソー
シャルワーカーや臨床心理士が出て行く場合もあります。
仮設住宅をまわって生活支援に取り組む人たちへのバッ
クアップも心のケア。具体的な活動内容をお知らせしない
と、心のケアおことわり、になってしまいます。
　鷲田　それから、被災地では、「お気持ちわかります」と
いう慰めの言葉はタブーなんですね。
　最相　最大の禁句です。

　鷲田　日常生活でも同じだと思うんです。苦しい時は、
話を聞いてもらう状態になること自体が大変です。友達に
話を聞いてもらう時でも、「わかられてたまるか」という気持
ちもあるし、逆に、聞く方も「わかりたいけど、わかったとは
いいたくない」という抵抗感を抱くことがある。一口で「わか
る」といっても、頭では理解するけれど納得できないという
こともありますよね。
　最相　鷲田さんの著書「『聴く』ことの力」の中に、「注意
を持って聴く耳があって、はじめてことばが生まれる」とい
う一節がありました。わかろうとする努力、そのために必要
な知識を得ようとする姿勢がないと、納得するという深い
所には落ちていかないと思います。
　鷲田　納得が起きるのはある種の共同作業みたいなも
のなんですね。
　劇作家の平田オリザさんが上手に教えてくれはったこと
があります。ディベートでは話し合う前と後で自分の意見が
変わっていたら負けになるけれど、対話はその後で自分の
何かが変わっていなかったら意味がないと。
　最相　原発の問題も、ディベートだけで対話がなかった
ような気がします。勉強も必要だし、聞く耳を持つ、対話し
て理解する。同じ意見は持てないにしても、違いを知ること
で自分が豊かになるのではないでしょうか。

対談の詳しい内容を、朝日21関西スクエアのホームページ
（http：／／www．kansai-square．com／）の「TOPIC NOW」欄に掲
載しています。
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春日大社で神鹿の角切り
およそ340年も続く伝統の神鹿

の角切りに誘われて、春日大社へ
向かった。この春日野一帯に棲む雄
鹿が発情期になると気が荒くなり、
尖った角で人を死傷させないよう、
角を切ったのが始まり。行事は神官
のお祓いからはじまり、20人ほど
法被姿の勢子が赤旗を持ってトラ
ック沿いに立つ。雄鹿3頭が放たれ、
客席に歓声があがる。勢子の持つ
縄が、走り回る鹿の角に向かって投
げられる。正に西部劇のカーボーイ
か流鏑馬のようだ。やっと捕獲され
た鹿は筵に寝かされて、神官に水
を飲まされると観念し、ノコギリで
角は落とされた。しかし翌年春にな
ると新しい角が生えてくる。頭の軽
くなった神鹿は観衆に跳んで見せ
た。人と神と鹿の平和な交わりのひ
と時であった。

熱
あ つ た

田　親
ちかよし

憙奈 良 市 春日野 町（奈 良 公 園・鹿 苑）

12月1日2日に第11回大学対抗
交渉コンペティション
大阪大学大学院教授の野村美明さんから

　2012年12月1日（土）・2日（日）、上智大学にて第11回大
学対抗交渉コンペティションを開催いたします。本コンペ
ティションは、交渉に対する社会の関心を深め、交渉学習
のインセンティブを高めるために、大学を越えた対抗戦の
場を設けることが必要であると考え、2002年より開催して
おります。今年で11年目を迎える本コンペティションを多く
の方にご覧いただきたく、ぜひ見学にお越しください。（一
般見学無料　HP；http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/inc/
index.html）
　昨年度は、19大学から263名の学部生・大学院生が参加
し、優勝は早稲田大学、2位上智大学、3位大阪大学、4位慶
應義塾大学、5位東京大学の結果となりました。

に行き、当時話題のケータイ電話事情や工業化ビル建設
ラッシュにわく、中国・深セン市へバスでの視察等をした。
　会長　「日本企業のみんなが、深センへなびいた時私
は、東莞を選んだ。すぐ隣なのに寒村で借地料も人件費も
格段に安かった」
　元商社マン　「深センでは、となりの工場がウォーター
クーラーを付けたら自分のところも改善せよと中国人は要
求、その段で現地人件費もエスカレートした」
　会長　「ウチは東莞では一番給料が高く、感謝された」
　元商社マン　「・・・・」
　私　「深センでは誰かが言った情報に、みんな右へなら
えしたのでは？」
　会長　「袖の下が常識という情報。でも私は、地方政府
の役人や政府高官にも袖の下を絶対使わなかった」
　元商社マン　「・・・そんな事して、例えば税関などで嫌が
らせは？」
　会長　「ないない。袖の下をあげるから人間だれでも、
つけ上がる。そのかわり食事などの接待はやりました、合
法です。そこで“元（？）金“を渡すから捕まる。たとえば、息子
が北京大学に入学したので祝いをはずんでくれの要求が
あったときは額をはずんだ。それでかえって信用・安心度
が増した」
　2人　「・・・・なるほど！」
　情報に振り回されないリーダーのあり方を見た思いだっ
た。
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　「新聞社は広告スポンサーの圧力に弱いと思っている
人、情報を故意に捻じ曲げて報道していると思っている人
は？」と呼びかけると、ほとんどの受講生が手を挙げる。朝
日新聞大阪本社が行っている大学との提携講座。私が担
当している講座の初回での光景だ。
　インターネット上では毎日、既存マスコミへの悪口の大
合唱が繰り広げられている。京大、阪大などの学生でも、新
聞を読んでいるのは2割程度。われわれが学生のときは8
割が読んでいた。当時の8対2が、今は2対8。将来、様々な
分野でリーダーになるはずの「読まず嫌い」の学生たちに、
いかに新聞の本当の姿を知ってもらうか。そのため、朝日
新聞大阪本社は編集局の全面支援のもと、2012年度は、
京都大、大阪大、神戸大、金沢大、立命館大、関西大、甲南
大、福井大、桃山学院大、追手門学院大の10校で提携講座
を開いている。来年度からは関西学院大でも新規に行うこ
とになった。いずれも15コマで2単位となる正規の授業だ。
　テーマやスタイルはそれぞれ異なる。進め方も、担当し
てもらっている社内のコーディネーターにそれぞれ任せ、
そのことが各講座の特徴になっている。私が直接担当して
いる大阪大学や甲南大学の場合、前編集センターデスク
や校閲センターデスク、科学医療部長による原発問題、生
活文化部記者による貧困問題などに加え、元那覇支局長
に沖縄の米軍基地問題について話してもらったり、29年間

もの独立紛争に加え、2004年12月
のインド洋大津波で壊滅的被害を受
けたインドネシア・アチェの問題を私
自身が取り上げたりしている。
　新聞は日々、徹底的に悩み、議論しながら作られており、
決して予定調和ではないこと、同じ朝日新聞でも、大阪本
社編集の紙面と、東京、西部、名古屋の紙面は異なること、
大阪本社の紙面も、もしこの日の当番編集長や当番デス
クの顔ぶれが異なっていたとしたら、おそらく同一ではな
かったはずであること……。講座で取り上げるテーマは毎
週変わっても、伝えたい核心はこれだ。
　大阪大学では、ジャーナリスト志望ではなかった受講生
たちが、授業の感想文に、「新聞記者になりたいと思うよう
になりました」と書いてくるようになった。本業の傍ら、土・
日曜を潰して授業の準備をしているが、このような感想文
に接すると、胸が熱くなる。
　新聞が事実を多角的に報道することで、社会的な議論
が生まれ、物事が改善に向かう。ネット上に飛び交う無責
任な匿名の罵詈雑言ではなく、新聞のそのような本来的価
値を学生たちにわかってもらうため、大阪本社から数多く
の講師たちが、今日もキャンパスへ向かっている。

 （くさかわ・まこと）

新聞の本当の姿知ってもらうため、
キャンパスへ
草川　誠（代表室長補佐）
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●スタッフ
冨永伸夫、諏訪和仁、小林正典、扇谷純、
橋本正人、小宮山亮磨、北野順子

●事務局
〒530-8211 大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞大阪本社内
TEL 06-6231-0131（内線5048）　FAX 06-6443-4431
E-mail  square.k@asahi.com（PDF会報の希望はこちらへ）
URL  http://www.kansai-square.com

堀江珠喜講演会
大阪府立大学教授の堀江珠喜さんから

■11月17日（土）午後1時半から3時半まで、大阪市
北区中之島の府立中之島図書館別館サテライト⒉階で。

『お嬢様と悪女』について比較文学的に考えます。
■詳しくは大阪府立大学ホームページ。申し込みは大阪
府立大学女性学センター、joseigaku@gmail.comまたは
FAX072-254-9947,電話072-254-9948または堀江の携
帯070−5650−6566へ。当日参加も可能ですが、できれ
ば事前申し込みをお願いいたします。
■入場料は500円（資料代として）。

「著作集」全7巻を出版
大阪市立大学名誉教授の竹中恵美子さんから

　顧みれば、いまから60年前の1952年に、旧制大阪
商科大学を卒業し、経済学分野の女性研究者が珍しい時代
に、大阪市立大経済学部の助手に就任した。それから40余
年が過ぎた1993年に大阪市大を定年退職し、花園大学、龍
谷大学の教授（特任）を経て、2001年から2006年まで、大
阪府立女性総合センター（ドーン・センター）の館長（非常
勤）を務めた。この間の研究と社会活動のなかで書きためた
ものを整理して、この9月までに、戦後激動の時代を生きて
きた証として全7巻の「著作集」（明石書店刊）を出版するこ
とができた。ちなみに各巻の表題は、つぎの通りである。
　第Ⅰ巻「現代労働市場の理論」（332頁）▽第Ⅱ巻「戦後
女子労働史論」（442頁）▽第Ⅲ巻「戦間・戦後期の労働
市場と女性」（342頁）▽第Ⅳ巻「女性の賃金問題とジェン
ダー」（352頁）▽第Ⅴ巻「社会政策とジェンダー」（406頁）
▽第Ⅵ巻「家事労働論（アンペイド・ワーク）」（302頁）▽第
Ⅶ巻「現代フェミニズムと労働論」（356頁）

（各巻とも6000円～7800円税別）

（4）朝日 21 関西スクエア　2012.11


